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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 150 ha

平成 18 年度　～ 平成 21 年度 平成 18 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

分 Ｈ17 Ｈ21

団体 Ｈ17 Ｈ21

人
Ｈ17

国勢調査
Ｈ21

人/年 Ｈ17 Ｈ21

40団体自主防災組織の数 自主防災組織の結成団体数で比較

自治会単位での避難により災害弱者の効率的な避難体制を確
立する。 36団体

153,000人
（ほたるの湯1０万

人）
観光客数 観光客動態調査による観光客総数を比較

濱口梧陵関連施設の整備や散策ルートの整備を図ることで観
光客総数１５万３千人を目指す。観光客総数のうち約６割が
山間部にある交流促進施設「ほたるの湯」に来館しており、
ピーク時にせまる約２万人の増加を目指す。

133,000人
（ほたるの湯８万人）

34分

人口 国勢調査による本町人口を比較

避難路等の整備による防災安全都市の実現、及び幼少児の育
成環境の整備で人口減少化の歯止めを図り、地域防災の担い
手を確保する。

8,071人 8,200人

災害時における避難時間
南海地震で予想される当地区における津波影響開始時
間は３５分とされており、避難場所までの最長避難時
間を比較

避難場所までの平均避難時間は、36分(日東-八幡線通過コー
ス）となっており避難路、及び夜間停電時に対応できる外灯
の整備を図り平均避難時間の短縮を目指す。

36分

　本町は、和歌山県の中央部有田郡の南に位置し、近代初頭まで「広庄」と称された歴史ある町であり、和歌山市及び大阪市へのアクセスとして国道42号線、ＪＲ紀勢本線、及び阪和自動車道へと続く湯浅御坊道路が町内を貫通し、交通利便性の高い立地
条件を背景に、人口減少を微減に止めている。
　本地区内には、役場などの行政施設、信用金庫などの金融機関、及び小中学校などの教育施設が集積し本町の中心地として、小さいながらも多様な都市機能を有しており、また文化面においても国指定の文化財 広八幡神社、史跡の広村堤防や濱口梧
陵墓など多数存在している。
　昨年、南海地震発生時の津波による浸水予測や被害想定が発表され、本町では、地震発生から３３分で津波影響が出始め、ピーク時の津波高は最高６．４メートルに達すると発表されている。
　住民を津波から守るため、早くから防災に取り組み、自主防災組織は平成１０年から組織化をすすめ現在３６団体を組織し避難訓練等に取り組んでいるところである。この組織は、自らの命は自分たちで守ろうという精神のもとに各地区で結成されているも
ので特に高齢者や幼児などの災害弱者を組織的に救出することに重きをおいています。
　しかしながら本地区は海岸部に人口密集地があり、一時避難場所である「広八幡神社」や「ＪＡありだ南広支所」、及び「県立たちばな養護学校」への避難路の整備や夜間停電時に対応できる外灯等の施設整備は遅れており、緊急に取り組む必要にせまら
れている。
　また、昔から度々津波の襲来を受け甚大な被害を被ってきた歴史があり、なかでも安政元年の南海地震で大津波が広村を襲った際、濱口梧陵は稲むらに火を放ち、燃え上がる火を目印に安全な高台へと、暗闇で逃げ惑う村人を誘導しました。この実話を
もとに「稲むらの火」が描かれ、昭和１２年から１０年間小学校５年生の国語の教科書にも掲載されました。
　この稲むらの火を後世に伝えることや防災教育の啓発のために「津波教育防災センター」が平成１９年の完成を目途に現在内閣府や県の協力を得て建築整備中で、本町でも濱口梧陵の関連史跡の整備を図るとともに、これらの施設を核に防災観光拠点
を形成し地域の活性化をすすめていく計画としている。
　以上の整備を推進し「濱口梧陵を核とした災害に強いまちづくりと地域振興」をメインテーマとして防災まちづくりを推進するとともに、濱口梧陵関連史跡の整備等をすすめることで、新しい観光資源として活用し地域の活力維持と地域の振興を推し進める。

地域の歴史・文化を活かした生活基盤施設の整備による防災機能の強化、及び濱口梧陵を活用した観光拠点の形成
・地域防災を支える担い手の確保を図るため、生活環境の基盤整備を強化する必要がある。
・濱口梧陵が残してくれた防災意識を後世に伝える必要がある。
・濱口梧陵関連史跡を観光資源として活用し地域振興を図る必要がある。

1）防災安全都市の実現による人口減少化の歯止め
2）濱口梧陵関連史跡等地域固有の歴史資源等の活用による地域振興

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

計画期間 交付期間 21

メインテーマ　濱口梧陵を核とした災害に強いまちづくりと地域振興
目標１．濱口梧陵が残してくれた防災の遺産を後世に伝えるべく防災まちづくりの推進
目標２．全国的に有名となった「稲むらの火」を活用した濱口梧陵関連施設の整備による観光振興と地域の活性化

都道府県名 和歌山県 広川町 稲むらの火整備地区



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

　平成１６年１２月にスマトラ大津波が発生、津波の恐怖が世界を駆け巡るなか、平成１７年１月１２日にＮＨＫの「その時歴史は動いた」（百世の安堵を図れ　～安政大地震・奇跡の復興劇～）で濱口梧陵が放映され、全国的に有名
となりました。
　これを期に、濱口梧陵が建設した「広村堤防」などに訪れる見学者が増え、堤防などを案内する ”語り部” ボランティアサークルも結成され、また住民主導で始まった「稲むらの火祭り」への地域住民の積極的な参加など住民レベ
ルでの盛り上がりも年々盛んになっている。

方針に合致する主要な事業
整備方針１（濱口梧陵が残してくれた防災の遺産を後世に伝えるべく防災まちづくりの推進）
・高齢者等の災害弱者を一時避難施設まで安全に誘導するために、道路幅が広い安全な道路の整備、及び夜間の避難を想定し停電時の避難行
動を助ける照明設備の整備を推進する。

整備方針２（全国的に有名となった「稲むらの火」を活用した濱口梧陵関連施設の整備による観光振興と地域の活性化）
・本地区を中心に点在する濱口梧陵関連史跡を整備し、一体的な防災観光拠点の形成を推進するとともに、濱口梧陵が残してくれた防災意識
の伝承を図る。

基幹事業＝道路：日東・八幡線改良
基幹事業＝地域生活基盤施設：避難誘導灯整備
基幹事業＝高質空間形成施設：広西10号線改良、湯浅・広港線改良

基幹事業＝地域生活基盤施設：案内サイン設置
基幹事業＝公園：(仮）児童公園整備、(仮)東濱口公園整備、（仮）緑地公園
基幹事業＝既存建築物活用事業：濱口梧陵記念館整備
提案事業＝濱口梧陵記念館整備
提案事業＝広村堤防整備
提案事業＝（仮）稲むらの火の館ＰＲ事業
提案事業＝津波防災教育センター屋上サイン設置
提案事業＝観光案内所整備



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 日東・八幡線改良 広川町 直 Ｌ＝２００ｍ 18 20 18 20 172.3 172.3 172.3 172.3

公園 都市公園補助事業採択要件外 （仮）児童公園整備 広川町 直 ２，１６２㎡ 19 19 19 19 50.1 50.1 50.1 50.1

都市公園補助事業採択要件外 （仮）東濱口公園整備 広川町 直 １，０３７㎡ 19 19 19 19 30.4 30.4 30.4 30.4

都市公園補助事業採択要件外 （仮）緑地公園整備 広川町 直 ４，７５０㎡ 20 21 20 21 40.8 40.8 40.8 40.8

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 地域防災施設 避難誘導灯設置 広川町 直 ５５箇所 19 19 19 19 28.3 28.3 28.3 28.3

情報板 案内サイン整備 広川町 直 ２１箇所 18 19 18 19 26.2 26.2 26.2 26.2

高質空間形成施設 緑化施設等 広西１０号線改良 広川町 直 Ｌ＝３８６ｍ 20 20 20 20 31.0 31.0 31.0 31.0

緑化施設等 湯浅-広港線改良 広川町 直 Ｌ＝２７０ｍ 18 19 18 19 30.5 30.5 30.5 30.5

高次都市施設

既存建造物活用事業 広川町 直 510㎡ 18 19 18 19 91.5 91.5 91.5 91.5

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 501.1 501.1 501.1 501.1 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

広川町 直 18 19 18 19 118.7 118.7 118.7 118.7

広川町 直 19 19 19 19 15.3 15.3 15.3 15.3

広川町 直 18 18 18 18 6.0 6.0 6.0 6.0

広川町 直 ４，１６２㎡ 19 19 19 19 38.2 38.2 38.2 38.2

－ 0.0

－ 0.0

広川町 直 18 19 18 19 12.0 12.0 12.0 12.0

－ 0.0

合計 190.2 190.2 190.2 190.2 …B
合計(A+B) 691.3

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

和歌山県 ○ 17年度 18年度 227.0

広川町 内閣府 ○ 17年度 18年度 569.0

合計 796

津波防災教育センター

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

稲むらの火の館ＰＲ事業 0.0

－

観光案内所整備 0.0

事業活用調
査

－

－

うち民負担分

地域創造
支援事業

濱口梧陵記念館整備 0.0

広村堤防整備 0.0

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
細項目

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

住宅市街地
総合整備
事業

1200㎡

濱口梧陵記念館整備

津波防災教育センター
屋上サイン設置 0.0

うち民負担分
事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

0.4交付対象事業費 691

事業 事業箇所名

交付限度額 277 国費率

細項目



稲むらの火整備地区（和歌山県広川町） 面積 １５０ｈａ 区域 広川町大字広、及び和田・上中野・山本・南金屋・名島の一部

都市再生整備計画の区域

湯浅御坊道路

ＪＲ広川ビーチ駅

稲むらの火整備地区
１５０ｈａ

Ｒ４２

広川ＩＣ



ひろがわちょう

（分） (21年度）

（団体） (21年度）

（人） (21年度）

（人/年) (21年度）

稲むらの火整備地区（和歌山県広川町）整備方針概要図

目標 濱口梧陵を核とした災害に強いまちづくりと地域振興
代表的
な指標

災害時における避難時間 36分　　　   （17年度）→ 34分    

自主防災組織の数 36団体　　   （17年度）→ 40団体   

人口 8,071人　    （17年度）→ 8,200人 

観光客数 133,000人    （17年度）→ 153,000人

凡　　　　　　例

■基幹事業

　　案内サイン（町案内）設置

■基幹事業

　　避難誘導灯（蓄電池内蔵型）整備

■基幹事業

　　案内サイン（濱口梧陵関連史跡）設置

■基幹事業

　　避難誘導灯（風力・太陽光型）整備

■基幹事業
　日東八幡線改良

■基幹事業

 (仮)東濱口公園整備
■基幹事業
□提案事業
　濱口梧陵記念館整備

■基幹事業
　 湯浅広港線改良

□提案事業
　広村堤防整備

耐久社

一時避難場
所

一時避難場

一時避難場所

稲むらの火整備地区
１５０ｈａ

0 300ｍ

耐久中学校

○関連事業
　津波防災教育センター
□提案事業
　屋上サイン設置

■基幹事業
(仮)児童公園整備

■基幹事業
　 広西10号線整備

□提案事業
・濱口梧陵記念館整備
・稲むらの火の館ＰＲ事業

□提案事業
　観光案内所整備

■基幹事業
(仮)緑地公園整備

■基幹事業
　日東八幡線改良

■基幹事業
　 広西10号線整備

■基幹事業
□提案事業
　濱口梧陵記念館整備




